Level B1 General English

Clarifying Information
情報の確認

Lesson 45

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

So what you are saying is…
つまりあなたが言いたいことは・・・	

2 SITUATION
状況	
Kelly is talking with her friend Mike.
ケリーは友人のマイクと話しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions : First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Mike: Oh no. I will be out of town on Wednesday.
Kelly: What? So what you are saying is that you can
not make it to my house warming party.
Mike: It looks like it. I am sorry my parents arranged a
family dinner and our grandparents are joining
too.
Kelly: Ok. It won’t be much fun without you though.
Mike: I will make sure to throw another house
warming party for you Kelly, ok?

マイク： 	
おおっと。水曜日は町にいないんだ。	
	
ケリー：	
何？つまりあなたは私の引越し祝い	
パーティーには都合がつかないって	
こと！	
	
マイク：	
そのようだね。ごめんね、両親が家族	
の食事会をアレンジしていて祖父母も	
来るんだよ。	
	
ケリー：	
わかったわ、あなたが来ないとあんま	
り盛り上がらないと思うけど…	
	
マイク：	
ケリー、君のために別に引越し祝い	
のパーティーを開くようにするよ。	
いいかな？	

4 VOCABULARY
語い	
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

out of ~
arrange

～の外に
アレンジする

much
though

そんなに
～だけれども

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	

Level B1 General English

Clarifying Information
情報の確認

Lesson 45

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

So what you are saying is…
つまりあなたが言いたいことは・・・	

Clarifying Information
情報を確認する	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

So let me double check what you’ve just told me
again.

今君が言ったことを再確認させてくれ。

So what you are trying to say is that you don’t enjoy
eating raw fish, isn’t it?

君が言わんとしてることは生魚を食べる
のが好きではないということかな？

Can I confirm where we are meeting up tomorrow?

明日どこで会うかを確認してもいいです
か？

So what you are saying is that you are more
handsome than Jerry, is that right?

じゃあ君はジェリーよりもハンサムだと
言いたいのかい？	

Let me double check the itinerary with you one
more time.

旅行工程表をきみと再確認させてもらっ
てもいいかな？

Are you saying that you can join us for tomorrow’s
lunch?

明日のランチに参加できるってこと？

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Create sentences which clarify the following information.
練習： 下記の情報を確認する文を作ってみましょう。

1. You are not too sure where to meet your friends tomorrow.

2. You did not fully understand your teacher’s explanation of this activity.

3. You are not sure what time the concert starts next Monday.

4. You want to know if you need to bring something to the party or if everything is
already prepared.
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